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築百年の洋館”海友舎”の
再生からはじまる記憶の継承
ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会［広島県江田島市］
★現在の団体の名称は「ぐるぐる海友舎プロジェクト」に変更しています。

団体設立の経緯
江田島市江田島町に、築百年を超える洋館“海友舎（かい
ゆうしゃ）”があります。2012年、海友舎は空き家になろうと
していました。江田島市内外から、海友舎を後世に残した
いという想いを持った有志が集まり、所有者の厚意と地元
の方々の好意的なご協力のもとに、ぐるぐる海友舎プロジェ
クトは発足しました。
ぐるぐる海友舎プロジェクトでは、「手入れする」「使う」「学
ぶ」「発信する」の4つの軸に沿った活動を展開していま
す。海友舎の再生・利用による新たな魅力づくりを通して、
高齢化の深刻な島に若者を集めて、地域の問題を地域内
外の力で解決していくことを目指しています。

地域概要
江田島市は、広島県南西の広島湾に浮ぶ江田島、能美島
とその周辺に点在する島々で構成されています。2004 年
に、江田島町・能美町・沖美町・大柿町の4町が合併しまし
た。面積は100.74㎢、人口は約25,000人です。広島市か
らは海上約7.5km、呉市からは海上約6kmの位置にあり
ます。船で広島市まで約30分、呉市まで約20分です。呉市
とは、音戸大橋・早瀬大橋の両架橋により結ばれ陸続きと
なっています。果樹と花卉の県内有数の産地で、全国有数
のカキむき身生産量を誇ります。
江田島は、世界三大海軍兵学校があった島として知られて
います。海軍兵学校は、1888（明治21）年に東京の築地か
ら江田島に移転してきました。1945（昭和20）年12月1日に
閉校するまで、57年間にわたり海軍士官養成の場としての
歴史が築かれました。終戦後は米軍や英連邦軍等が進駐
し、使用されましたが、1956（昭和31）年に海上自衛隊が
施設を引き継ぎ、その後海上自衛隊幹部候補生学校が独
立開校し、海上自衛隊第1術科学校が発足しました。敷地
内には、旧海軍兵学校生徒館（明治38年）、大講堂（大正
6年）などの建築物があります。

ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会［広島県江田島市］

設立年月･･･2012 年 10 月
メンバー数 ･･･ 会員 52 名
代表者名 ･･･ 南川智子（なんかわ・ともこ）
連絡先 ･･･ 〒 737-2122　広島県江田島市江田島町中央 2 丁目 7-10
☎ 0823-36-5220　kaiyousya@gmail.com
http://www.kaiyousya.com 
http://www.facebook.com/Gurupetajima
団体のミッション･･･ わたしたちは、海友舎を交流の場として再生することで地
域コミュニティーの活性化と観光資源としての新たな魅力づくりを行っています。
また周辺地域の歴史調査も進め、江田島独自の歴史文化を発信します。

78



81

活動に至った
理由や背景

海友舎は、会社の事務所として使用され続け
てきました。2012年9月、海友舎を使用して来た事
務所が撤退することになり、空き家になろうとして
いました。所有者は、「建物を残したいけど、維持
費の捻出に困っている」という問題を抱えていま
した。2012年10月に海友舎を後世に残したいとい
う想いを持った有志が集まり、所有者の厚意と地
元の方々の好意的なご協力のもとに、海友舎の
維持管理のお手伝いとチャリティーイベント等によ
り後世に残す方法を探るべく、ぐるぐる海友舎プ
ロジェクトは発足しました。

当初、地元でも建物の歴史や存在はあまり知ら
れていませんでした。そこで、高齢者からのヒアリ
ングを通して建物の変容について調べ、近隣住
民を招いた建築見学会を定期的に行いました。
また、長年使用されていなかった倉庫状態の部
屋の清掃活動をお掃除イベントとして実施しまし
た。イベントを通して、海友舎や江田島に想いを
持つ仲間が集まりました。

海友舎（旧江田島海軍下士卒集会所）

について
海友舎は、江田島市江田島町中郷地区の閑

静な住宅地にあります。海軍兵学校で働く兵士
や下士官用の娯楽兼福利施設として建てられま
した。地域に唯一残る海軍兵学校関係施設で、
空襲さえも免れてきた歴史的に貴重な木造建造
物です。1948年、海友舎は民間に払い下げられ、
健康器具販売の会社を立ち上げた元海軍士官
の二人が購入しました。戦後しばらくは、戦争未
亡人のような地域住民への職業普及事業の一
環として、洋裁教室の場としても使用されたとい
います。その後、会社の事務所として使用され続
けてきました。2012年、海友舎を使用してきた事
務所が撤退することが決まり、ぐるぐる海友舎プ
ロジェクトが発足しました。

ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会［広島県江田島市］

地元の高齢者から聞き取り調査

近隣住民を招いた建築見学会

活動の内容と成果

手入れする
歴史的建造物である海友舎を、より良い状況で維持するために、

みんなで定期的に掃除や片付けをしています。掃除をすることで、
現代建築では真似できない当時の技術や美も発見できます。海友
舎には広い庭もあります。

毎月第1日曜日（2015年4月から毎月第2日曜日に変更）は、海友舎
のお掃除の日として、メンバーが集まり建物のモップがけなどの定期
的な掃除をしています。掃除の後には、運営やイベント企画について
話し合いを行う定例会をしています。毎月5〜20名程が集まっていま
す。参加者は、学生、親子連れ、サイクリスト、アーティストなど、子供か
ら高齢者まで幅広い年齢層の人がいます。呉市や広島市から通っ
て来る人もいます。木の剪定方法などを教え合いながら楽しく取り組
んでいます。井戸水での水汲みは子供たちに人気のイベントです。
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使う
明治末期に建てられた海友舎には、時間を積み重

ねたものがもつ味わいがあります。畳や床の間もあり
和洋折衷の趣があります。この魅力的な空間をギャラ
リーやイベントスペースとして活用していきます。プロ
ジェクトの趣旨に賛同していただける団体または個人
に貸し出しもしています。

メンバーの特技を活かして定期的に「ぐるP部活
動」を行っています。現在、美術部と手芸部が活動し
ています。建築好きに限らず、多様な人が気軽に立
ち寄れるきっかけづくりを目指しています。手芸部で
は、海友舎グッズとして「ぐるぐるエコたわし」の制作と
販売をしています。収益は、ぐるぐる海友舎プロジェク
トの活動資金になります。

2014年5月24日・25日に、瀬戸内に浮かぶ島で活動
する人を集めた交流イベント「ぐるぐるしましまあるあ
る」を開催しました。音戸、宮島、下蒲刈島、御手洗、
大崎上島、弓削島、因島、大三島、周防大島、小豆島
から参加者が集まりました。

貸し出しイベントとして、6月29日に「艦これ限定同
人誌即売会」の会場として利用いただきました。江田
島市外、広島県外から多くの参加者が集まりました。
イベントにあわせて、江田島市観光協会、江田島市
商工会と協力して、江田島市内各地をめぐる「スタン
プラリー」や、江田島小用港での朝市「みなとオアシ
スえたじま」を開催しました。海友舎では、NPO法人
高田っ子倶楽部の協力により江田島郷土料理「大豆
うどん」を販売しました。

学ぶ
海友舎は、日本近代建築を象徴するような
西欧風の外観を持つ木造建築です。勉強
会を通して建築やまちづくりについて学び
ます。また、周辺地域の歴史や町並みを知
るための歴史調査や、歴史ある小道や民
家、お寺などを巡る、周辺散策ツアーも開催
しています。
江田島は、海軍兵学校があった場所として
知られていますが、これまで海軍兵学校が
島にやってきたことに影響をうけた”島の暮
らし”について、あまり語られることがありま
せんでした。ひとの記憶からまちの記憶を掘
り起こし、江田島独自の暮らし文化を広く発
信していきます。

ぐるぐるエコたわし

美術部

手芸部

ぐるぐるしましまあるある　集合写真
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今後の予定

–ぐるぐる、こつこつ、わくわく-
ぐるぐる海友舎プロジェクトは、海友舎に興味がある

人、江田島に興味がある人、建築に興味がある人、まち
づくりに興味のある人など、さまざまな人を「ぐるぐる」と
巻き込みながら活動を広げていきます。

ぐるぐる海友舎プロジェクトの発足から2年が経過し
ました。これまで、地元住民から専門家までさまざまな
人の協力を得て活動を続けてくることができました。メン
バーや関係者との話し合いの時間を大切にして「こつ
こつ」活動を展開していきます。

海友舎を利用していた人やぐるぐる海友舎プロジェク
トに参画したみんなが、「わくわく」できる活動を継続的
に展開していくことを目指しています。

メンバーの感想
➡みんなで掃除を一斉にはじめて一緒に作業をして達成感がある。江
田島の人とはじめて参加する人や江田島市外から通う人、さまざまな人
と交流できるのが楽しい。
➡困ったときに助けてくれる人が必ず現れる。人との繋がりが大切。
➡海友舎から見つかった、海友舎に暮らしていた子供の教科書（昭
和 20 年代）が可愛くて印象に残った。
➡洋裁学校の看板や資料を見ることでリアリティを持って話を聞けた。
➡はじめはビリヤード台とは分からなかった。今は土台がなくなりビリヤー
ド台として使うことができないけど復活させたい。
➡見る人が変わると、新しい価値が生まれる。
➡海軍兵学校の関係者の家族が通った「従道小学校」や日曜日に海
軍兵学校の生徒が過ごした民家「生徒倶楽部」など、江田島に住ん
でいても知らない話が聞けて良かった。
➡海友舎をきっかけに、いろんな人との繋がりが生まれて不思議な感じ
がした。
➡戦後 70 年を迎えて祖父母も戦争を知らない世代になる。自分の祖
母の終戦時は小学生で、戦争には行っていない。食べ物がなくて貧し
くて大変だったという話を聞くが、戦争に行った人の話を聞いたことが
なかった。
➡海友舎をきっかけに出会った人から、江田島地域の歴史に関する証
言を集めることで、これまで歴史から抜け落ちてきたような一般人の暮ら
しの話が聞けた。固い話ではなく、何気ない柔らかい話を集めていくこ
とが重要なことだと思う。
➡さまざまな立場や年齢の人からの記憶や体験談を並列に並べること
で、江田島という場所の歴史が立体的に見えてくると良い。
➡日本近代史を語る上でかかせない江田島の地域の歴史を見つめ直す
ことで、現代に活かせる価値観を学び継承したい。
➡記録と発信を行うことで、江田島にいきたくなるきっかけづくりになる
と良い。継続的に調査を行いたい。

調査のプロセス
ステップ 1-モノをみつめる「海友舎の“お宝”発掘」

海友舎には、さまざまなモノが残されており、ぐるぐる海友
舎プロジェクトメンバーでは“お宝”と呼んで整理保管活用し
ています。海友舎は、江田島海軍下士卒集会所として建て
られ、戦後は地域の戦争未亡人などへの職業普及事業の
一環として、洋裁学苑の場として使われていました。

その当時に使用されていたと思われる“お宝”が残ってお
り、今では見ることのできないような貴重な資料もあります。こ
の“お宝”から、海友舎で、いつ、どんな人が、どのように過ご
したのかを想像していきます。

ステップ 2- エピソードを集める「なにげない話の記録」

海友舎から発掘された“お宝”について、建物の所有者や
江田島地域の歴史に詳しい人等のキーパーソンからヒアリ
ングを行いました。海友舎の“お宝”をきっかけに新たな出会
いがありました。また、「江田島にある、あの洋館で若い人た
ちが活動しているらしいよ」という噂を聞いて海友舎や江田
島地域で過ごしたことのある人から連絡をいただきました。
県外から海友舎を訪れる人もおり、江田島地域でのエピソー

ドを集めました。

海友舎をきっかけに出会った証言者（年齢 / 居住地）
□海友舎に関係するキーパーソン
・ 海友舎の所有者（80 代 / 広島県呉市）

・ 海友舎の近所に住むおじいちゃん（90 代 / 江田島市・中郷）

・ 海友舎のある地域で生まれ育った郷土史研究家（60 代 / 江田島市・向側）

・ 海友舎がある地域でコミュニティサロン世話人（80 代/江田島市・向側）

□ 海友舎の“お宝”に関する証言者
・ 海友舎でおこなっていた「江田島洋裁学苑」の生徒
　（80 代 / 江田島市・中郷）

・ 「江田島洋裁学苑」に通っていた生徒の息子（70 代 / 江田島市・中郷）

・ 海友舎に住んでいたお嬢ちゃんの中学校の先生
　（90 代 / 江田島市・鷲部）

・ 海友舎に住んでいた女の子と仲良かった人（80 代 / 江田島市・中郷）

・ 下士卒集会所の職員（90 代 / 江田島市・向側）

・ 海友舎で暮らしていた人の娘（80 代 / 東京都）

・ 小学生の時に戦艦榛名をみた地域住民（70 代 / 江田島市小用）

・海軍兵学校生徒として海友舎の周辺で過ごした人（90 代 / 東京都）

□活動を知り海友舎に訪れた江田島地域の変容を知る人
・ 海友舎の離れで暮らしていた元自衛官の夫妻（70 代 / 山口県）

・ 子どもの時に海友舎の庭で遊んだ人（60 代 / 神奈川県）

・ 子どもの時に海友舎の庭で遊んだ人（70 代 / 江田島市）

・ 子どもの時に海友舎の庭で遊んだ人（60 代 / 広島市）

・ 海友舎に遊びにきてくれた人〔進駐軍の事務・日系二世〕（80 代 / 東京都）

・ 海友舎のある地域でコミュニティサロン世話人の同級生（70 代 / 神奈川県）

ステップ 3-イベントにする「江田島の魅力を体験」

海友舎をきっかけに出会った証言者からの話をもとに江
田島地域独自の魅力を探り、ぐるPメンバーとともに海友舎周
辺地域の散策ツアーや地域住民との交流イベントを行いま
した。また、海友舎の“お宝”を活用したイベントの企画、専門
家を交えた調査や勉強会を行っています。

【海友舎周辺地域の散策ツアー】

海上自衛隊第一術科学校・見学（2014 年 4 月・8 月）
元自衛官のガイドで、海上自衛隊第一術科学校（旧海軍兵学校）
の見学会を行いました。敷地内には、明治、大正に建てられた歴
史的建造物が残っています。江田島を代表する見学施設として、
平日は 3 回、土日祝日には 4 回、所要時間 1 時間 30 分で決められ
た順路での見学ができます。
毎年、桜の季節には、開花時期に合わせて構内の一般公開があり、
夏には海上自衛隊の敷地内で花火大会「江田島サマーフェスタ」
があり、指定された範囲内を自由に散策ができます。

旧海軍小用北官舎・見学（2014 年 6 月）
江田島町小用には、海軍兵学校に通う職員のための官舎が建てら
れました。現在は、払い下げにより住宅として使われています。

江田島銘醸・見学（2014 年 8 月）
海軍兵学校とゆかりある酒造「江田島銘醸」の見学を行いました。
江田島に海軍兵学校が設立された後“海軍御用酒”とされていま
した。江田島銘醸では、海軍関係資料の展示があり、お酒の試
飲もできます。

【地域住民との交流イベント】
正藤繁さんのお誕生日祝（2014 年 8 月）
海友舎のご近所にお住まいで活動を支援いただいている正藤繁さ
んが 8 月25日に 100 歳のお誕生日を迎えました。ぐるPより感謝の
気持ちを込めて色紙とプレゼントを贈呈しました。

永橋為成さんを囲む会（2014 年 12 月）
幼少期に江田島で過ごした永橋さん（神奈川県在住）を囲んで同
窓生が集まり、当時の話をしてくださいました。

【海友舎の“お宝”を活用したイベント】
書籍の展示（2014 年 5 月）
雑紙や小説など海友舎に残る書籍を展示しました。

海軍関係資料に関する企画展示 @ 教育参考館（2014 年 8 月・
10 月− 12 月）

【江田島地域の歴史に関する勉強会】
宇根川進の江田島歴史講座—海軍兵学校の移転と江田島—

（2014 年 10 月）

発信する
海友舎で行われるイベントやワークショップを通じて、ここを

訪れるさまざまな人 と々交流し、江田島の魅力を発信していき
ます。また各地で開催される発表会にも積極的に参加し、海
友舎と江田島のアピールをしています。ワークショップ成果品
の配布や、海友舎オリジナルグッズの制作販売を行っていきま
す。海友舎オリジナルグッズの収益は、海友舎を後世に残す
ために大切に使われます。また、海友舎オリジナルグッズを通
して、ぐるぐる海友舎プロジェクトの魅力や想いが広く発信さ
れることを期待しています。
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